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推薦入試（指定校推薦入試）
 学生募集要項

出願期間及び出願方法には十分注意すること。

 出願する際は、この募集要項の他にインターネット出願のガイダンスページも熟読すること。
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Ⅰ 募集人員 

学部・学科名 募集人員 

人文社会学部 

人間社会学科 ８名 

人文学科 １２名 

小計 ２０名 

法学部 法学科（注１） ２０名 

経済経営学部 経済経営学科（注２） ３７名 

理学部 

数理科学科 ４名 

物理学科 ６名 

化学科 ５名 

生命科学科 ３名 

小計 １８名 

都市環境学部 

都市基盤環境学科 ８名 

建築学科 ５名 

環境応用化学科 ９名 

小計 ２２名 

システムデザイン学部 

情報科学科 ６名 

電子情報システム工学科 ８名 

機械システム工学科 ８名 

航空宇宙システム工学科 ２名 

小計 ２４名 

健康福祉学部 

看護学科 ６名 

作業療法学科 ５名 

放射線学科 ５名 

小計 １６名 

合計   １５７名 

（注１）法学部 法学科には法律学コースと政治学コースがありますが、学生募集は学科で行い、 

  各自の所属コースは１年次の終わりまでに決定されます。 

（注２）経済経営学部 経済経営学科には経済学コース、経営学コースがありますが、学生募集 

  は学科で行い、各自の所属コースは１年次の終わりまでに決定されます。
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Ⅱ 出願資格 

 （1） 各学科が指定する高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）の各学 

   科が指定する学科等を 2019年３月卒業見込みの者で、当該学校長が推薦するもの 

 （2） 合格した場合、本学への入学を確約できる者 

 

Ⅲ 推薦基準 

  別紙のとおり 

 

Ⅳ 推薦者数 

  別紙のとおり 

 

Ⅴ 出願手続 

出願は、インターネット出願により行います。 

 

 ＜インターネット出願について＞ 

  次の①～③の順序ですべての手続きを出願期間内に行います。 

① インターネットにより、マイページの登録・出願登録をする。 

② 入学考査料を支払う。 

③ インターネットから志願票等を印刷し、調査書等の必要書類と一緒に郵送する。 

 ※ 必要書類は、入学考査料の支払い完了後でないと印刷できません。 

 

インターネットによる出願は、登録及び入学考査料の支払いを行っただけでは出願手続完了にはな

りません。出願期間内に必要な書類等が到着するように、書留速達郵便で郵送する必要があります。 

 

インターネット出願の方法については本学ウェブサイト>>トップ>>入試案内>>学部入試>>

インターネット出願>>ガイダンスページ（https://exam.52school.com/guide/tmu/）をご確認

ください。 

 

＜注意事項＞ 

① 出願期間後到着の出願書類等は、どのような理由があっても受け付けませんので、必ず出

願期間に間に合うように郵送してください。 

② 出願書類等は、市販の角型２号封筒に、必要書類印刷画面から「封筒貼付用宛名ラベル」

をカラー印刷したものを貼付して書留速達で郵送してください。なお、モノクロ印刷の場合

には、「速達」と「書留」の文字と線を赤ペン等でなぞってください。 

③ 宅配便、バイク便等での提出は受け付けません。また、いかなる場合も直接出願は認めま

せん。 

④ 出願書類等に不備がある場合は、出願期間内に補正がなければ不受理となります。 
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１ 出願期間 

  2018年 11月１日（木）～11月４日（日）20時（必着） 

※ インターネットによるマイページの登録・出願登録、入学考査料の支払いは、10

月 18日（木）から可能です。 

※ 受付期間が短いため、11月１日以前に郵送していただいても構いません。なお、 

 交通事情等による郵便遅配は一切考慮しませんので、必ず出願期間に間に合うように 

 郵送してください。 

 

＜出願書類送付先＞  

●人文社会学部、法学部、経済経営学部、理学部、都市環境学部 

 〒192-0397 東京都八王子市南大沢一丁目１番地 

    首都大学東京アドミッション・センター（入試課） 

 

   ●システムデザイン学部 

    〒191-0065 東京都日野市旭が丘六丁目６番地 

    首都大学東京 日野キャンパス管理部学務課教務係 

 

   ●健康福祉学部 

    〒116-8551 東京都荒川区東尾久七丁目２番１０号 

    首都大学東京 荒川キャンパス管理部学務課教務係 

 

 ２ 出願書類等 

①志願票 必要事項を入力後、必要書類印刷画面から印刷してください。 

②受験票・写真票 

 

必要書類印刷画面から用紙を印刷し、必要事項を自筆で記入し、

出願前３ヵ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きの写真を貼

ってください（縦４㎝×横３㎝）。 

③調査書 所属の学校長が作成し、厳封してください。 

④推薦書 高等学校等に送付している用紙又は必要書類印刷画面から用紙

を印刷し、所属の学校長が推薦理由を具体的にわかるよう作成し、

厳封してください。 

⑤志望理由書 

（４００字以内） 

ガイダンスページ又は必要書類印刷画面から用紙を印刷し、志

望理由、入学後の抱負などを志願者本人が、自筆で濃くはっきり

と記入してください。 

⑥受験票送付用封筒 

（１枚） 

必要書類印刷画面から「受験票送付用宛名ラベル」をカラー印

刷し、所定の欄に 362円分の切手（82円＋速達料金 280円）を貼

ったものを市販の定型封筒（長形３号(横 12cm × 縦 23.5cm)）

に貼付してください。なお、モノクロ印刷の場合には、「速達」の

文字と線を赤ペン等でなぞってください。 
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⑦「高等学校等における

活動について」 

（700字～800字程度） 

 

※ 生命科学科出願者 

  のみ提出 

生命科学科出願者は、ガイダンスページ又は必要書類印刷画面

から用紙を印刷し、高等学校等における部活動、生徒会活動等（学

校外で相当する活動を含む。）の内容及びそれらの経験から得たも

のについて、自分の考えを、自筆で濃くはっきりと記入してくだ

さい。 

 

⑧JeP 学びのデータ 

 請求票 

（任意提出） 

事前に「高大接続ポータルサイト  JAPAN e-Portfolio」

（https://jep.jp）へ活動記録を入力している方が対象です。 

 

JAPAN e-Portfolioの学びのデータ提出について 

 本学では、文部科学省入学者選抜改革推進委託事業（主体 

性等分野）に参画し、多面的・総合的評価の実現を目指して 

います。 

 ご提出いただいたデータは、以下の目的で使用させていた 

だきます。 

 

●統計データ活用 

（今後の入学者選抜方法の検討のために使用します。） 

 

 なお、入学者選考には使用しないため、合否には一切影響 

いたしません。 

 

※ データの取扱いについては、「個人情報の取扱い」（10ページ） 

 をご覧ください。 

 

提出の対象となる学びのデータは「全て」です。使用目的にご

同意いただける方は、「JeP 学びのデータ請求票」を出力し、出願

書類に同封してください。出力方法は、「『学びのデータ』を大学

に提出するには」（12ページ）を参照してください。 

    

   ※ 法学部法学科については、推薦基準を証明する書類の提出が必要になる場合が

あります。詳細は別紙（Ⅲ推薦基準、Ⅳ推薦者数）の法学部法学科の欄を確認し

てください。 

 

 ３ 推薦・出願上の注意 

（１） 他の国公立大学及び本学推薦入試の同一人の併願は認められません。 

（２） 同一出願期間にて実施する本学への他の推薦入試及びアドミッション・オフィス

（AO）入試との同一人の併願は認められません。 

（３） 出願書類等に不備がある場合は、出願期間内に補正がなければ不受理となります。

また、出願期間を過ぎた出願書類は受理しません。 
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（４） 出願書類を受理した後は、志願先の変更はできません。 

（５） 出願書類を受理した後は、出願書類及び支払った入学考査料は返還しません。た

だし、入学考査料を支払ったが出願しなかった場合、又は入学考査料を誤って二

重に支払った場合は、入学考査料の返還を申請することができます。詳細は、本

学ウェブサイト（https://www.tmu.ac.jp/campus_life/tuition/expenses.html）を

ご確認ください。 

（６） 入学後であっても、出願手続等に不正があった場合は入学許可を取り消します。 

（７） 障がい等により受験上及び修学上配慮を希望する者は、９月７日（金）17 時まで

に首都大学東京アドミッション・センター（入試課）に必ず相談してください。

上記期限までに相談が無かった場合、希望に沿えないこともありますので、十分

注意してください。 

（８） 経済経営学部経済経営学科、都市環境学部環境応用化学科、健康福祉学部放射線

学科への出願者は、入学後の学業の参考のため、「大学入試センター試験」を必ず

受験してください。受験科目等の詳細については、「ⅩⅣ大学入試センター試験受

験科目について」（８～10ページ）を必ず確認してください。 

 

 

Ⅵ 入学考査料の支払いについて 

  入学考査料 17,000円 

  

  （１）クレジットカードでの決済、コンビニエンスストア決済、銀行ＡＴＭ（ペイジー）

又はインターネットバンキングでの支払いとなります。詳細はガイダンスページを

ご覧ください。   

  （２）支払期間は 2018年 11月４日（日）までです。ただし、支払いが完了しても、出願

期間内に出願書類等が到着していなければ、出願は認められません。 

  （３）決済には、別途手数料 648円がかかります。 

（４）出願を受理した後は、一度支払った入学考査料は返還しませんので、出願について

十分に検討した上で支払いを行ってください｡  

（５）免除措置については最終ページを参照してください。 
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Ⅶ 選考方法 

学部 選考方法 日時・会場 

人文社会学部 出願書類及び面接（口頭試問を含む。） 

2018年 11月 14 日（水） 

首都大学東京 

南大沢キャンパス 

法学部 出願書類及び面接 

経済経営学部 出願書類及び面接（口頭試問を含む。） 

理学部 

出願書類及び面接（口頭試問を含む。） 

※ 生命科学科においては、部活動、行事、 

 生徒会活動等（学校外での相当する活動を 

 含む。）において、自発的に中心的役割を果 

 たした経験を有することを重視します。 

都市環境学部 出願書類及び面接 

システムデザイン学部 出願書類及び面接 

2018年 11月 17 日（土） 

首都大学東京 

日野キャンパス 

健康福祉学部 出願書類及び面接 

2018年 11月 14 日（水） 

首都大学東京 

荒川キャンパス 

※ 集合時間と会場の詳細については、受験票送付時に指示します。 
 

 受験票が 2018 年 11 月７日（水）までに到着しなかった場合は、11 月８日（木）に受験学

部の問合せ先まで電話で問い合わせてください（問合せ先は 11ページ参照。）。 

 

Ⅷ 合格者の発表 

発表日時：2018年 12月３日（月）14時 

発表方法：① 発表日時から７日間に限り、本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/） 

に掲載します。 

② 各キャンパスにて合格者の受験番号を掲示します。 

  ●人文社会学部、法学部、経済経営学部、理学部、都市環境学部 

   南大沢キャンパス１号館前７番の掲示板（入試情報コーナー） 

  ●システムデザイン学部 

   日野キャンパス管理部学務課教務係前の掲示板 

   ●健康福祉学部 

   荒川キャンパス構内の掲示板 

  

 なお、合否結果については、各学校長あてに通知します。ただし、各学校長あての通知

文は合格発表日以降に郵送します。 

 

注意事項 

（１）本学への電話・郵便等による合否に関する問合せには一切応じません。 
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（２）上記の発表方法以外の取扱いは行っていません。試験当日、学外で呼び込む者が

いても、本学とは関係ありませんので注意してください。 

 

Ⅸ 入学内定者心得 

（１）合格者は、合格した学科の入学内定者となります。 

（２）入学内定者には、志願票に記載された住所へ合格通知書及び入学手続案内等を郵送しま

す。2018 年 12 月 10 日（月）までに合格通知書等が到着しない場合には、首都大学東京

アドミッション・センター（入試課）まで電話で問い合わせてください。 

（３）入学内定者は、入学手続案内に従って、入学手続を行ってください。 

（４）入学手続をしない者は、入学内定を取り消します。また、入学辞退が認められた場合を

除き、翌年度はその者を推薦した高等学校等を指定校推薦の対象校から外します。 

（５）入学辞退は、特別の事情があり、入学手続日までに所属の学校長を通じて「指定校推薦

入学辞退願」が提出され、その理由が正当であると判断された場合に限り認めます。 

 なお、入学辞退が認められた場合以外は、他の国公立大学（独自日程で入学者選抜試

験を行う公立大学・学部を除く。以下同じ。）及び本学を受験しても合格者にはなりませ

ん。 

 

Ⅹ 入学手続 

●人文社会学部、法学部、理学部、都市環境学部（環境応用化学科を除く。）、システムデ 

 ザイン学部、健康福祉学部（放射線学科を除く。） 

 2019年１月８日（火）～１月 10日（木） 

 

●経済経営学部、都市環境学部環境応用化学科、健康福祉学部放射線学科 

 2019年１月 30日（水）～１月 31日（木） 

 

詳細は、入学手続案内に記載します。 

 

Ⅺ 入学料及び授業料 

１ 入学料（振込方法は、入学手続案内に記載します。） 

   東京都の住民  １４１，０００円（予定額） 

   それ以外の者  ２８２，０００円（予定額） 

 

※ 東京都の住民として、入学料の振込みをする場合には、本学所定の「住民票記載事項

証明書」用紙により、事前に都内の区市町村長の証明を受けておく必要があります。 

なお、「住民票記載事項証明書」等の提出がなければ、東京都の住民以外の者として

入学料の振込みをしていただくことになります。 
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 東京都の住民とは、本人又はその者の配偶者若しくは一親等の親族が、入学の日

（2019年４月１日）の１年前（2018年４月１日）から引き続き東京都内に住所を有す

る者をいい、この認定を受けるには、「住民票記載事項証明書」等が必要です。 

（注）入学手続完了後は、入学料は返還しません。 

 

２ 授業料 

年額  ５２０，８００円（予定額） 

授業料の納入方法は、預金口座からの引き落としによる口座振替となります。４月下

旬と 10月下旬に指定された口座から年額の１／２を納入していただきます。 

なお、授業料の改定が行われた場合には、改定後の授業料の年額が適用されます。 

※ 入学料及び授業料については、減額又は免除の制度があります。 

 

Ⅻ 不合格となった者の取扱い 

本選考に不合格となった者のうち、大学入試センター試験を受験したものは、本学の一般

選抜試験を受験することができます。この場合は「2019（平成 31）年度一般選抜学生募集

要項」により改めて出願してください。 

 

ⅩⅢ 入学許可の取消し 

  入学手続完了者が、高等学校等を卒業できない場合は、入学することができません。 

  経済経営学部経済経営学科、都市環境学部環境応用化学科、健康福祉学部放射線学科の入

学内定者が「大学入試センター試験」を受験しなかった場合も、入学することができませ

ん。 

 

ⅩⅣ 大学入試センター試験受験科目について 

  ●経済経営学部経済経営学科 

  受験科目は、一般選抜経済経営学部 前期日程（一般区分又は数理区分）と同一です。 

 どちらかの受験区分を選択し、該当科目を受験してください。試験の結果は合否には影響 

 しませんが、受験しなかった場合（受験した科目が定められた条件を満たさない場合を含 

 む。）は、合格発表後であっても合格を取り消します。 

  

経済経営学部 前期日程（一般区分）大学入試センター試験において受験すべき教科・科目 
 

 

国 語 『国語』 

地理歴史 「世界史Ｂ｣，「日本史Ｂ｣，「地理Ｂ｣， 

公 民 『倫理，政治・経済』 

理 科 ①「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」 

 ②「物理」，「化学」，「生物」，「地学」 

数 学 ① 『数学Ⅰ・数学Ａ』 

から２科目選択 

①から２科目選択 

又は②から１科目選択※ 
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数 学 ② 
『数学Ⅱ・数学Ｂ』， 

『簿記・会計』，『情報関係基礎』  

外 国 語 『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』，『中国語』 から１科目選択 

※ 理科は、基礎を付した科目から２科目又は基礎を付していない科目から１科目を選択する。指定した科目数 

  を超えて受験した場合に採用する科目は、以下のとおりとする。 

  首都大学東京では「理科の基礎を付した科目２科目」を理Ａ、「理科の基礎を付していない科目１科目」を理

Ｂと呼び、理Ａ、理Ｂを受験した場合は、理Ａ、理Ｂから得点の高いものを採用する。 

  理科の基礎を付していない科目２科目を受験した場合は、理科の第１解答科目を採用する。 

注）・『簿記・会計』、『情報関係基礎』を選択解答できる者は、高等学校、中等教育学校又は文部科学大臣の指定を

受けた専修学校の高等課程においてこれらの科目を履修した者に限る。 

  ・外国語『英語』については、リスニングを含む。 

 

経済経営学部 前期日程（数理区分）大学入試センター試験において受験すべき教科・科目 
 

 

国 語 『国語』 

地理歴史 「世界史Ｂ｣，「日本史Ｂ｣，「地理Ｂ｣， 

公 民 『倫理，政治・経済』 

理 科 「物理」，「化学」，「生物」，「地学」 から１科目選択※２ 

数 学 ① 『数学Ⅰ・数学Ａ』 

数 学 ② 
『数学Ⅱ・数学Ｂ』， 

『簿記・会計』，『情報関係基礎』  

外 国 語 『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』，『中国語』 から１科目選択 

※１ 地理歴史・公民の第１解答科目を採用する。 

※２ 理科は、第１解答科目を採用する。 

注）・『簿記・会計』、『情報関係基礎』を選択解答できる者は、高等学校、中等教育学校又は文部科学大臣の指定を

受けた専修学校の高等課程においてこれらの科目を履修した者に限る。 

  ・外国語『英語』については、リスニングを含む。 

 

 

●都市環境学部環境応用化学科 

 受験科目は、一般選抜環境応用化学科前期日程と同一です。試験の結果は合否には影響し

ませんが、受験しなかった場合は、合格発表後であっても合格を取り消します。 

 

 都市環境学部環境応用化学科 大学入試センター試験において受験すべき教科・科目 

 ○国語 （『国語』） 

 ○数学 （『数学Ⅰ・数学Ａ』及び『数学Ⅱ・数学Ｂ』） 

 ○理科 （「物理」，「化学」，「生物」及び「地学」から２科目選択） 

 ○外国語（『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』及び『中国語』から１科目選択） 

（注）外国語『英語』については、リスニングを含む。 

から１科目選択 

から１科目選択※１ 

から１科目選択 
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●健康福祉学部放射線学科 

   受験科目は、一般選抜放射線学科前期日程と同一です。試験の結果は合否には影響し 

  ませんが、受験しなかった場合（受験した科目が定められた条件を満たさない場合を含 

  む。）は、合格発表後であっても合格を取り消します。 

 

  健康福祉学部放射線学科 大学入試センター試験において受験すべき教科・科目 

 ○国語 （『国語』） 

 ○数学 （『数学Ⅰ・数学Ａ』及び『数学Ⅱ・数学Ｂ』） 

 ○理科 （「物理」，「化学」及び「生物」から２科目選択） 

 ○外国語（『英語』） 

 （注）外国語『英語』については、リスニングを含む。 

 

ⅩⅤ 個人情報の取扱い 

本学では、個人情報について以下のとおり法令に基づき取り扱いますので、あらかじめご

了承ください。 

（１）本選考実施において本学が取得した氏名、住所、入試成績等の個人情報については、 

  入学者選考（出願処理、選考処理、選考実施、合格発表）及び入学手続を行うために使 

  用します。また、本選考実施において取得したデータは入学後の学修状況、卒業後の進 

  路等追跡調査結果等、本選考以外のデータとともに、首都大学東京での学びや学生生活 

  の改善、広報活動における調査・分析を行うために利用します。これらの調査・分析結 

  果は、個人が特定できない形に処理されて学内外に公表されることがあります。 

（２）本選考実施において本学が取得した氏名、住所、入試成績等の個人情報については、 

  入学者のみ、①教務関係（学籍、修学指導、所属変更等）、②学生支援関係（健康管理、 

  就職支援、授業料減免・奨学金申請等）、③授業料徴収に関する業務を行うために使用し 

  ます。 

（３）前記（１）、（２）の業務において、本学より、一部の業務の委託を受けた業者が、個 

  人情報について、適正な管理のための必要な措置を講じた上で、その全部又は一部を使 

  用することがあります。 

（４）氏名及び大学入試センター試験の受験番号に限って、合否及び入学手続等に関する個 

  人情報が、独立行政法人大学入試センター及び他の国公立大学に送達されます。 

（５）本学が JAPAN e-Portfolioから収集した学びのデータは、今後の入学者選抜方法の検 

  討に使用するとともに、入学後の学修状況、卒業後の進路等追跡調査結果等、本選考以 

  外のデータとともに、首都大学東京での学びや学生生活の改善、広報活動における調査・ 

  分析を行うために利用します。これらの調査・分析結果は、個人が特定できない形に処 

  理されて学内外に公表されることがあります。 

（６）個人情報及びプライバシー情報保護のため、本選考実施において取得した個人情報は、 

  それが記載された書類及びデータ自体のいずれの形においても、厳重に秘匿され、上記 

  の目的以外での利用は行いません。 
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ⅩⅥ 入学後の所属変更の取扱い 

本選考により入学した学生の所属変更（学部、学科の変更）は制限されることがあります。 

ⅩⅦ 問合せ先 

＜出願手続及び選考関係＞ 

●人文社会学部、法学部、経済経営学部、理学部、都市環境学部

〒192-0397 東京都八王子市南大沢一丁目１番地 

首都大学東京アドミッション・センター（入試課） 

電話 042-677-1111（代）内線 2238 

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び 12：30～13：30を除く。） 

●システムデザイン学部

  〒191-0065 東京都日野市旭が丘六丁目６番地 

首都大学東京 日野キャンパス管理部学務課教務係 

電話 042-585-8611（直通） 

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び 12：30～13：30を除く。） 

●健康福祉学部

  〒116-8551 東京都荒川区東尾久七丁目２番 10号 

首都大学東京 荒川キャンパス管理部学務課教務係 

電話 03-3819-1211（代） 

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び 12：30～13：30を除く。） 

  その他不明な点については、首都大学東京アドミッション・センター（入試課）までお問 

合せください。 
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東日本大震災、熊本地震又は九州北部豪雨被災者に対する入学考査料の免除措置について 

2011年３月 11日に発生した東日本大震災、2016年４月 14日以降に熊本地方で発生した一連の

地震又は 2017 年７月５日以降に九州北部地域で発生した一連の豪雨により被災された方に対し

て、以下のとおり免除を実施します。 

○免除対象者

本人又は本人の学資を主として負担している方が以下の（１）又は（２）のいずれかに該当する

場合

（１）災害救助法適用地域の各市町村に居住しており、以下のいずれかに該当する場合 

ア 「罹災証明書」の交付を受けられる者のうち、住居が全壊又は半壊の場合 

イ  主たる学資負担者が死亡又は行方不明の場合 

   なお、災害救助法適用地域のうち、東日本大震災時に帰宅困難者対策のために災害救助法を

適用した東京都内の区市町村を除く。 

（２）上記震災発生時において、住民票を有している又は住民票を有していた地域が、福島第一原

子力発電所事故により、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、又は計画的

避難区域として指定され、避難又は居住地の変更を余儀なくされた場合 

免除の申請は、出願書類とともに郵送してください。入学考査料は納付しないでください。 

詳しくは、出願前までに下記へ問い合わせてください。 

首都大学東京アドミッション・センター（入試課） 

電 話：042-677-1111（代） 内線 2238  ＦＡＸ：042-677-1224 

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び 12：30～13：30を除く。） 




